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●･ファインアート展福岡市中学校合同作品展

2月1日(火)～2月6日(日)

市民ギャラリーB･C

日数＝6日／観覧者数＝1,082人

版画､書､木工､革細工､布製品､紙ねんど作品､ビー

ズ作品､タイル作品等を48中学校から約1,000点を

展示。

-------------------------------------------------‥-‥‥

S・日本水彩久留米支部小品展

2月1日(火)～2月6日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝6日／観覧者数＝1,479人

水彩画､アクリル画49点を展示。

-----------------------------------------------------一一

卜・第78回独立展

2月8日(火)～2月13日(日)

特別展示室A･B

観覧料＝一般800円､高･大生600円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝1,686人

平面(絵画)ｲ乍品145点を展示。

-------------------------------------------------------

ﾄﾞ第60[s]福岡市中学校美術展

2月8日(火)～2月13日(日)

市民ギャラリーA･B･C･Ｄ

日数＝6日／観覧者数＝4,804人

絵画､彫刻､陶芸､立体作品等3,000点を展示。

-------------------------------------------------------

●･第95回記念二科展

2月15日(火)～2月20日(日)

特別展示室A･B､市民ギャラリーA･B･C･D

観覧料＝一般800円､高･大生500円､小･中生無料。

日数＝6日／観覧者数＝8,023人

絵画､彫刻､デザイン､写真約600点を展示。

･･第24回蘭亭書道展

3月8日(火)～3月13日(日)

特別展示室B

日数=6日／観覧者数＝2,399人

書作品約2,500点を展示。

----------------------------------------

ﾄ福岡市書道協会展

3月8日(火)～3月13日(日)

市民ギャラリーA･B･C･D

日数＝6日／観覧者数＝1,828人

書作品247点を展示。

･･第10[s]福岡市東区美術協会会員展

3月15日(火)～3月21日(月･祝)

特別展示室B

日数＝7日／観覧者数＝1,028人

日本画､洋画､彫刻､工芸､書､写真50点を展示。

s・ふる里ｎ一昭和の記憶－

3月15日(火)～3月21日(月･祝)

市民ギャラリーＡ

日数＝7日／観覧者数＝780人

写真作品39点を展示。

●･山田秀一展

3月15日(火)～3月21日(月･祝)

市民ギャラリーB

日数＝7日／観覧者数＝396人

鉛筆画約60点を展示。

----------------------------------

●･水の会かな書展

3月15日(火)～3月21日(月･祝)

市民ギャラリーC

日数＝7日／観覧者数＝505人

書ｲ乍品約50点を展示。

●･第6回はがき絵加呂教室作品展

3月15日(火)～3月21日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

日数＝ﾌ日／観覧者数＝700人

はがき絵(主に水彩)98点を展示。

･・第25回那乃津書道会展

3月23日(水)～3月27日(日)

特別展示室B

日数＝5日／観覧者数= 1,505人

書作品(額装､巻子､屏風等)71点を展示。

---------------------------------------------

･・グループひまわり展

3月23日(水)～3月27日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝5日／観覧者数＝715人

油彩画54点を展示。

---------------------------------------------

･･グループ｢ももの樹｣作品展

3月23日(水)～3月27日(日)

市民ギャラリーB

日数= 5日／観覧者数＝593人

水彩画67点を展示。

---------------------------------------------

S1日本書芸教育会書作展

3月23日(水)～3月27日(日)

市民ギャラリーC

日数＝5日／観覧者数＝1,062人

書作品86点を展示。

　　　　　　　　--------------------------一

卜･中村江月書展､会員展

3月23日(水)～3月27日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝5日／観覧者数＝773人

書作品51点を展示。

--------------------------------●----●　●-

●･江源展｢二千二百年の対話｣

3月29日(火)～4月3日(日)

特別展示室B

日数＝6日／観覧者数＝1,931人

金屏風作品6曲4双､円形作品10点を展示。

●･ふしぎな花倶楽部･押花作品展

3月29日(火)～4月3日(日)

市民ギャラリーＡ

日数＝6日／観覧者数＝926人

押花作品74点を展示。

--------------------------------------●●-　●●●

●･パリ･アンティークビーズ刺しゅう作品展

3月29日(火)～4月3日(日)

市民ギャラリーB

日数＝6日／観覧者数＝983人

額､タペストリー､屏風､羽子板､小袖､バック等約50

点を展示。

･・アートスタジオ･アライヴ鉛筆画教室作品展

3月29日(火)～4月3日(日)

市民ギャラリーC

日数＝6日／観覧者数＝1,099人

鉛筆画93点を展示。

-------------------------------------------------

●･第12回土のちから展2011

3月29日(火)～4月3日(日)

市民ギャラリーＤ

日数＝5日／観覧者数＝1,266人

陶芸作品約100点を展示。
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講座･講演会名犬＼十二…………=＼＜∧◇∧ﾌﾟ………J･J:･=期日∧ト……j:::::講師二十＞＞∧∧∧∠ニ∧主催者二十………〉○∧:………:J.･　:=J:::　=参加人数(人)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年

福岡市美術教育研究会総会　　　　　　　　　　4月14日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市教育委員会学校指導課　　　　　　　　　　　75

｢第引回日展｣ワークショップ　　　　　　　　　　5月5日(水)　　　　　　　　　　　　　　西日本新聞社事業局事業部　　　　　　　　　　　　一

福岡市小学校図画工作教育研究会平成22年度総会　6月12日(土)ラワンチャクイン寿子　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　57

講演会｢子どもの居場所づくﾘ｣　　　　　　　　　　　　　　　(福i岡アジア美術館学芸員)

文化財を通して楽しむ日韓交流　　　　　　　　　6月19日(土)　　　　　　　　　　　　　　韓国観光公社　　　　　　　　　　　　　　　　　180

特別講演｢江原道の歴史遺産と九州｣

二科会写真部福岡支部公募展公開審査　　　　　7月11日(日)　　　　　　　　　　　　　　二科会写真部福岡支部　　　　　　　　　　　　　180

第33回九州色彩教育講習会　　　　　　　　　　8月3日(火)　名取和幸　　　　　　　　　色彩教育研究会､(財)日本色彩研究所　　　　　　　120

特別講演｢絵本による色の学習法｣

｢福岡女学院創立125周年記念美術展｣記念講演　　8月14日(土)佐藤一郎(東京芸術大学教授)学校法人福岡女学院　　　　　　　　　　　　　　180

｢見るということ｣､｢美感と創新｣　　　　　　　　　　　　　　　林曼麗(台北教育大学教授)

日洋会講演会｢伝統と現代｣　　　　　　　　　　8月24日(火)日野耕之祐旧洋会会長)　　日洋会福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

｢第40回福岡市高齢者美術展｣入賞者表彰式　　　9月24日(金)　　　　　　　　　　　　　　福岡市老人クラブ連合会　　　　　　　　　　　　　－

｢第27回読売書法展九州展｣親子書道教室　　　　10月2日(土)茅原南龍(読売書法会理事)　読売新聞社､読売書法会　　　　　　　　　　　　　138

講演｢夢は人を磨き育てる｣

平成22年度国立教育政策研究所教育課程研究センター　10月8日(金)　　　　　　　　　　　　　　福岡市立南当仁小学校　　　　　　　　　　　　　122

教育課程研究指定校研究発表会

第5回NHK福岡俳句ウォーク大会記念講演　　　　10月11日(月)枝見浩史　　　　　　　　　NHK福岡放送局､NHK福岡文化センター､福岡　　　　　130

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県俳句協会

創元会福岡支部総会　　　　　　　　　　　　　10月24日(B)　　　　　　　　　　　　　創元会福岡支部　　　　　　　　　　　　　　　　　46

シャガール展関連講演会　　　　　　　　　　　　10月24日(日)　　　　　　　　　　　　　クラブツーリズム九州旅行センター　　　　　　　　　－

｢第26回城南区市民アート展｣表彰式　　　　　　　10月引日旧)　　　　　　　　　　　　　ふれあい城南運営委員会､城南区役所　　　　　　　　－

シャガール展関連講演会　　　　　　　　　　　　Ｕ月3日水･祝)　　　　　　　　　　　　　クラブツーリズム九州旅行センター　　　　　　　　　－

｢第16回学校飼育動物スケッチコンクール｣表彰式　Ｕ月ﾌ日旧)　　　　　　　　　　　　　　福岡市獣医師会　　　　　　　　　　　　　　　　250

亀山郁夫トークショー｢黙過する〈ﾈ中〉｣　　　　　　11月14日(日)亀山郁夫(東京外国語大学長)ブック才力実行委員会､光文社　　　　　　　　　　150

福岡市美術連盟講演会｢炎の魔力｣　　　　　　　11月20日(土)中島宏(陶芸家)　　　　　福岡市美術連盟　　　　　　　　　　　　　　　　200

福岡シネマフェスティバル2010　　　　　　　　　11月20日(土)　　　　　　　　　　　　　福岡シネマフェスティバル実行委員会　　　　　　　　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜月21日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21

福岡コピーライターズクラブ公開審査　　　　　　12月10日(金)　　　　　　　　　　　　　福岡コピーライターズクラブ　　　　　　　　　　　200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月り日(土)

福岡コアサイドアート美術展2010表彰式　　　　　12月4日(土)　　　　　　　　　　　　　　福岡市障がい者(児)美術展実行委員会　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月5日(日)

｢第30回南区美術展｣表彰式　　　　　　　　　　12月12日(日)　　　　　　　　　　　　　南区市民の祭り運営委員会､南区美術協会､南区役所　　　　　50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年

｢第59回福岡県小学校児童画展｣表彰式　　　　　1月5日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡県小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　160

｢西日本新聞書道之友展2010｣表彰式　　　　　　1月16日(日)　　　　　　　　　　　　　　西日本新聞社､西日本新聞書道会　　　　　　　　　100

｢第口回福岡市書道協会展｣総会､講演会　　　　　3月13日(日)　　　　　　　　　　　　　　福岡市書道協会　　　　　　　　　　　　　　　　巧0

文化財を通して楽しむ日韓交流　　　　　　　　　3月19日(土)西谷正(九州歴史資料館長、文化財を通して楽しむ日韓交流実行委員会　　　　　□4

特別講演｢韓国･南道と九州～邪馬台国への道～｣　　　　　　　伊都国歴史博物館名誉館長。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学名誉教授)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(講師敬称略)

　

講座･講演会名　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　講師　　　　　　　　　　　主催者　　　　　　　　　　　　　　　　　参加人数(人)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年

二科会デザイン部九州地区会議　　　　　　　　4月11日(日)　　　　　　　　　　　　　　二科会デザイン部　　　　　　　　　　　　　　　　21

フジクロ一ムクラブjp福岡　作品講評会　　　　　4月16日(金)　　　　　　　　　　　　　　フジクロームクラブjp福岡　　　　　　　　　　　　　25
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

45



一
教
養
講
座
室

講座･講演会名＼　十二＼:………上士……:　:IJgl期日……;　:　J:講師＼◇し……:J:宍11:1=:　：::j　主催者犬:∧　大才ﾚ＞I‥　＼：・．････　　･参加人数(人)

｢第刮回日展｣ワークショップ　　　　　　　　　　4月25日(日)　　　　　　　　　　　　　　西日本新聞社事業局　　　　　　　　　　　　　　　15

｢第41回日展｣ワークショップ　　　　　　　　　　4月29日(木)　　　　　　　　　　　　　西日本新聞社事業局　　　　　　　　　　　　　　　15

福岡市中学校美術部顧問者会　　　　　　　　　4月30日(金)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　38

福岡市中学校美術教育研究会　打合せ会　　　　5月12日(水)　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　一

福岡市美術連盟総会　　　　　　　　　　　　　5月16日(日)　　　　　　　　　　　　　　福岡市美術連盟　　　　　　　　　　　　　　　　　69

武蔵野美術大学校友会福岡支部総会　　　　　　5月珀日(口)　　　　　　　　　　　　　　武蔵野美術大学校友会福岡支部　　　　　　　　　　20

游会　デッサン勉強会　　　　　　　　　　　　　5月20日(木)　　　　　　　　　　　　　　游会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

フジクロームクラブjp福岡　作品講評会　　　　　5月28口(金)　　　　　　　　　　　　　　フジクロームクラブjp福岡　　　　　　　　　　　　　20

福岡市中学校美術教育研究会拡大常任委員会　　6月９日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　口

NHK文化センター展覧会鑑賞ツアー　　　　　　　6月口日(木)　　　　　　　　　　　　　　NHK文化センター(熊本)　　　　　　　　　　　　35

日本･東洋美術名品展俳句会　　　　　　　　　　7月11口(日)　　　　　　　　　　　　　　菜殻火俳句会　　　　　　　　　　　　　　　　　　22

｢第24回日洋展｣福岡巡回展打合せ会議　　　　　ｱ月16日(金)　　　　　　　　　　　　　　日洋会福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

近世美術研究会　　　　　　　　　　　　　　　　ｱ月口日(土)　　　　　　　　　　　　　　福岡市美術館､近世美術研究会　　　　　　　　　　16

｢第24回日洋展｣福岡巡回展打合せ会議　　　　　ﾌ月24日(土)　　　　　　　　　　　　　　日洋会福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川

｢第24回工芸美術知新会展｣授賞式　　　　　　　ﾌ月25日(日)　　　　　　　　　　　　　　工芸美術知新会　　　　　　　　　　　　　　　　　30

｢第106回太平洋展･第45回記念西日本展｣準備総会　8月1日(日)　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会西日本支部　　　　　　　　　　　　　76

第33回九州色彩教育講習会　ワークショップ1　　8月3日(火)　日高幸子　　　　　　　　　色彩教育研究会､(財)日本色彩研究所　　　　　　　　65

図画工作科研修　　　　　　　　　　　　　　　8月6日(金)　　　　　　　　　　　　　　福岡市立有田小学校

福岡市中学校美術教育研究会一斉研修指導案審議8月18日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　５

福岡二紀フレンズ教養講座　　　　　　　　　　　8月29日(日)　　　　　　　　　　　　　　福岡二紀会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

｢第106回太平洋展･第45回記念西日本展｣授賞式　9月ア日(火)　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会西日本支部　　　　　　　　　　　　　60

第2回福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　9月８日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　Ｕ

福岡市小学校図画工作教育研究会　9月例会　　　9月Ｕ日(上)　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　刮

福岡市中学校美術教育研究会美術部顧問者会　　9月15日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　25

EOS学園地域別講座(ﾈ岳岡)　　　　　　　　　　9月18日(土)　　　　　　　　　　　　　キャノンマーケティングジャパン(株)　　　　　　　55

早良区施設見学会　　　　　　　　　　　　　　9月24日(金)　　　　　　　　　　　　　　早良区地域振興課　　　　　　　　　　　　　　　　22

福岡県中学校美術教育研究会役員会他　　　　　9月24日(金)　　　　　　　　　　　　　　福岡県中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　30

太平洋美術会役員会　　　　　　　　　　　　　9月26日(日)　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会西日本支部　　　　　　　　　　　　　22

L第27回読売書法展九州展]展示指導全体会議　　　9月29日(水)　　　　　　　　　　　　　　読売新聞社､読売書法会　　　　　　　　　　　　　24

｢第27回読売書法展九州展｣親子書道教室　　　　10月２日(土)大橋永佳(読売書法会理事)読売新聞社､読売書法会　　　　　　　　　　　　　138

講座｢書道で脳トレ!｣

わいわいクラブ作品講評会　　　　　　　　　　　10月９日(上)　　　　　　　　　　　　　　わいわいクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　18

第5回NHK福岡俳句ウォーク大会　　　　　　　　10月11日(月)　　　　　　　　　　　　　NHK福岡放送局､NHK福岡文化センター､福岡　　　　　130

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県俳句協会

福岡市小学校図画工作教育研究会　10月例会　　10月16日(±)加藤慎一郎(株式会社チクモ　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　44

講演｢木育を考える｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク代表取締役社長)

｢第31回中央区市民文化祭美術作品展｣ｲ乍品搬入･審査　10月17日(日)　　　　　　　　　　　　　中央区市民の祭り運営委員会　　　　　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月18日(月)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月19日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

わいわいクラブ作品講評会　　　　　　　　　　　10月22日(金)　　　　　　　　　　　　　わいわいクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　18

紀里谷和明ワークショップ　　　　　　　　　　　10月23日(土) 紀里谷和明　　　　　　　　KKWS@九州　　　　　　　　　　　　　　　　　　80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(映像クリエーター･映画監督)

｢第26回城南区市民アート展｣ｲ乍品搬入･設営作業　10月24日(日)　　　　　　　　　　　　　ふれあい城南運営委員会､城南区役所　　　　　　　120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月25日(月)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

｢第26回城南区市民アート展｣表彰式控室　　　　　10月31日(日)　　　　　　　　　　　　　ふれあい城南運営委員会､城南区役所　　　　　　　15

福岡茶道文化連盟各流合同茶会　　　　　　　　n月2日(火)　　　　　　　　　　　　　　福岡茶道文化連盟　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n月3日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　　11月10日(水)　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　一

福岡市小学校図画工作教育研究会　口月例会　　11月13日(土)　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　31

｢第31回中央市民文化祭美術作品展｣表彰式　　　11月14日(日)　　　　　　　　　　　　　中央区市民の祭り運営委員会､中央区役所　　　　　　－
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わいわいクラブ作品講評会　　　　　　　　　　　11月19日(金)　　　　　　　　　　　　　わいわいクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　巧

福岡シネマフェスティバル2010　　　　　　　　　11月20日(土)　　　　　　　　　　　　　福岡シネマフェスティバル実行委員会　　　　　　　　14

CAPA＆キャノンEOSデジタルフォトゼミナール　　　Ｕ月27日(土)　　　　　　　　　　　　　(株)学研パブナッシングCAPA編集部　　　　　　　　40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U月28日(日)

福岡市小学校図画工作教育研究会　12月例会　　12月4日(土)　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　36

福岡コピーライターズクラブ公開審査　　　　　　12月10日(金)　　　　　　　　　　　　　福岡コピーライターズクうブ　　　　　　　　　　　200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月11日(土)

福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　12月15日(水)　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　９

わいわいクラブ作品講評会　　　　　　　　　　　12月口日(金)　　　　　　　　　　　　　わいわいクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　12

太平洋美術会西日本支部　平成22年絵画部総会　12月18日(土)　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会西日本支部絵画部　　　　　　　　　　32

｢第10回福岡口－タリージュニア美術展｣表彰式　　口月19口(日)　　　　　　　　　　　　　福岡中央口一タリークラブ　　　　　　　　　　　　60

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年

｢第59回福岡県小学校児童画展｣表彰式　　　　　1月5日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡県小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　20

彩舟会　水彩画描き初め会　　　　　　　　　　1月8口け)　　　　　　　　　　　　　　彩舟会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30

福岡市中学校美術教育研究会部会　　　　　　　1月19日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　フ

福岡市小学校図画工作教育研究会　1月例会　　　1月22日(土)　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　39

太平洋美術会西日本支部総会　　　　　　　　　1月23日(日)　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会西日本支部　　　　　　　　　　　　　69

創元会福岡支部研究会　　　　　　　　　　　　2月5日(土)　　　　　　　　　　　　　　創元会福岡支部　　　　　　　　　　　　　　　　　54

わいわいクラブ作品講評会　　　　　　　　　　　2月10日(木)　　　　　　　　　　　　　　わいわいクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　18

福岡市小学校図画工作教育研究会　2月例会　　　2月n日(金)　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　54

二科会デザイン部九州会員会友会議　　　　　　　2月20日(口)　　　　　　　　　　　　　　二科会デザイン部　　　　　　　　　　　　　　　　21

福岡県小学校図画工作教育研究会　第4回役員研修会　2月24口(木)　　　　　　　　　　　　　　福岡県小学校図画工作教育研究会　　　　　　　　　20

わいわいクラブ作品講評会　　　　　　　　　　　　2月25日(金)　　　　　　　　　　　　　　わいわいクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　19

市民フォーラム　ふる言と未来絵巻づくり　　　　　　2月27日旧)　松藤康司(福岡大学工学部教授)知恵と文化の体験絵巻づくリ実行委員会　　　　　　40

講演｢命の水と土を考える｣､フォーラムディスカッション

｢末来のふるさとづくﾘ｣

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　　　　3月2日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　□

太平洋美術会西日本支部研修会　　　　　　　　　3月12日(上)　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会西日本支部　　　　　　　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3月13日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50

福岡市中学校美術教育研究会部会　　　　　　　　3月循日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　４

福岡県高等学校歴史研究会第3回日本史研究会　　3月24日(木)　　　　　　　　　　　　　　福岡県高等学校歴史研究会　　　　　　　　　　　　一

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　　　　3月30日(水)　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　　　　　　　　　　６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(講師敬称略)

　

講座･講演会名ニ　　　　　　‥‥‥‥　::……　……期日J…………J講･師|=ノ〕レレ…　…:　　二主催者）　ト　　　　　∧　　犬　：　………参加人数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年

日本の自然を描く展　友の会講座　　　　　　　　4月3日（土）　　　　　　　　　　　　　　上野の森美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月4日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　4月ﾌ日（水）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月14日（水）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　６

人物デッサン　　　　　　　　　　　　　　　　　4月18日（日）　　　　　　　　　　　　　　デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　　　８

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月20日（火）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　６

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　4月21日（水）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５

グルーポ　グルーポ　　　　　　　　　　　　　　4月22日（木）　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18

日洋会研究会　　　　　　　　　　　　　　　　4月24日（土）　　　　　　　　　　　　　　日洋会福岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40

福岡クロッ牛一会4月定例会　　　　　　　　　　4月25日（日）　　　　　　　　　　　　　　福岡クロッ牛一会　　　　　　　　　　　　　　　　　ア
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デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　10月６日（水）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月フ日（木）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　フ

合同研修会　秋季デッサン大学　　　　　　　　　10月９日（上）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　13

第5回NHK福岡俳句ウォーク大会　　　　　　　　10月11日（月）　　　　　　　　　　　　　NHK福岡放送局､NHK福岡文化センター、　　　　　130

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県俳句協会

人物デッサン　　　　　　　　　　　　　　　　　10月10日（日）　　　　　　　　　　　　　平野映美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月13日（水）　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　フ

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　10月20日（水）　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

ママとこどものアートじかん　　　　　　　　　　10月23日（土）原田真紀（ママとこどものアート　ママとこどものアートじかんプロジェクト　　　　　　10組

「おでかけアート講座　福岡市美術館編」　　　　　　　　　　　じかんプロジェクト）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩永悦子（福岡市美術館学芸員）

第26回城南区市民アート展ｲ乍品搬入　　　　　　　10月24日旧）　　　　　　　　　　　　　ふれあい城南運営委員会､城南区地域振興課　　　　　120

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月25日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U月1日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕ月2日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

人物デッサン　　　　　　　　　　　　　　　　　11月ｱ日旧）　　　　　　　　　　　　　　平野映美

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月10日（水）　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　６

絵画研究会　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月11日（木）　　　　　　　　　　　　　游会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巧

福岡二紀ムービング･デッサン　　　　　　　　　　11月14日（日）　　　　　　　　　　　　　福岡二紀会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月16日（火）　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　フ

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｕ月1ﾌ日（水）　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

グルーポ　グルーポ　　　　　　　　　　　　　　ロ月20日(±）　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23

福岡クロッキー会　　　　　　　　　　　　　　　11月21日（日）　　　　　　　　　　　　　福岡クロッキー会　　　　　　　　　　　　　　　　　10

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　11月24日（水）　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

デッサン研究会　　　　　　　　　　　　　　　　11月28日（日）　　　　　　　　　　　　　ラ･リベルテ113　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　12月1日（水）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月2日（木）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　６

福岡アジア美術館･福岡市美術館ボランティア交流会　12月4日（土）　　　　　　　　　　　　　　福岡アジア美術館ボランティア　　　　　　　　　　　42

創元会福岡支部研究会　　　　　　　　　　　　　辺月5日（日）　　　　　　　　　　　　　　創元会福岡支部　　　　　　　　　　　　　　　　　31

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月８日（水）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　６

福岡コピーライターズクラブ公開審査　　　　　　　12月10日（金）　　　　　　　　　　　　　TE万岡コビーライターズクラブ　　　　　　　　　　　　200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月11日（上）

人物デッサン　　　　　　　　　　　　　　　　　12月12日（日）　　　　　　　　　　　　　平野映美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

日本の自然を描く展　友の会講座　　　　　　　　　12月ワ日（金）　　　　　　　　　　　　　上野の森美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辺月18日（二±）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24

福岡クロッキー会　辺月定例会　　　　　　　　　　口月19日（日）　　　　　　　　　　　　　福岡クロッキー会　　　　　　　　　　　　　　　　　９

デッサン研究会　　　　　　　　　　　　　　　　り月26日（日）　　　　　　　　　　　　　ラ･リベルテ113　　　　　　　　　　　　　　　　　　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成23年

SHOW-GUYSステージイベント交流事業　　　　　　　1月7日（金）　　　　　　　　　　　　　　SHOW-GUYSステージプロジェクト委員会　　　　　　　18

「舞台美術つでなあに」　　　　　　　　　　　　　1月8日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卜

福岡クロッキー会　1月定例会　　　　　　　　　　1月9日（日）　　　　　　　　　　　　　　　福岡クロッキー会　　　　　　　　　　　　　　　　　９

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］月12日（水）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　フ

人物デッサン　　　　　　　　　　　　　　　　　1月15日旧）　　　　　　　　　　　　　　平野映美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月19日（水）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

デッサン研究会　　　　　　　　　　　　　　　　1月23日（日）　　　　　　　　　　　　　　ラ･リペルテ113　　　　　　　　　　　　　　　　　　巧

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　1月25日（水）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３

デッサン研修　　　　　　　　　　　　　　　　　2月9日（水）　　　　　　　　　　　　　　グループ形象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４

人物デッサン　　　　　　　　　　　　　　　　　2月13日（日）　　　　　　　　　　　　　　平野映美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８

油絵研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月15日（火）　　　　　　　　　　　　　　モモチ油絵同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　５
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